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夏の狭山を楽しもう！
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狭山茶香る
海鮮スティック春巻き

狭山茶カレー&

狭山ほうじ茶カレー

8月3日土  11：00～21：00
8月4日日  11：00～20：302019年

オリンピック1年前イベント

※両日とも雨天決行荒天中止

茶娘衣装がかわいい！ 

オリジナルほうじ茶をつくろう

摘んだお茶をその場で味わう

香り高いアイスを堪能

狭山カレー工房
りとるほっと。

ライブステーション
狭山

ほうじ茶手づくり体験＆
オリジナルほうじ茶ブレンド

抹茶•ほうじ茶アイスクリームづくり体験

お茶摘み体験お茶摘み体験

古くからお茶の生産で有名な狭山市。狭山市駅周辺では、お茶を使ったさまざまな体験や、
爽やかなお茶風味のグルメを楽しめるスポットがたくさんあります。 
日本ならではの夏をぜひお楽しみください！ 

狭山市入間川4-11-13 「狭山市駅」西口より入間市駅行きバスで「さやま地域
ケアクリニック」下車すぐ（目の前が斎藤園）　☎（04）2953-4188　

狭山市北入曽25-2 「狭山市駅」東口より狭山台南経由 狭山台団地行きバスで
「狭山台南」下車徒歩10分　☎（04）2959-3025

狭山市鵜ノ木８-11 「狭山市駅」西口より入間市駅行きバスで「鵜ノ木」下車徒
歩５分　☎（04）2952-2829

狭山市堀兼1098-1　「新狭山駅」南口より新狭山ハイツ行きバスで「新狭山ハ
イツ」下車徒歩12分 またはタクシー　☎（04）2958-6731

開催日 開催期間中の火・木・金曜日 ※日曜日は不定期　 時間 ①10：00～11：00 
②11：00～12：00　 対象人数 各回１組（１組最大3名程度）　 金額 ¥1,000　　
申込方法 お電話にて受付

開催日 開催期間中全日　 時間 ①10：00～11：30 ②13：30～15：00　
対象人数 各回最大40名程度　 金額 ¥1,000　 申込方法 Webサイト内のお問合
せフォームよりお申込みください。宮野園 検索

開催日 開催期間中の月・水・土曜日 ※日曜日は不定期　 時間 10：00～11：00　
対象人数 ３組 （１組最大５名程度）　 金額 ¥1,000　申込方法 お電話にて受付 

開催日 開催期間中の月・金・土曜日　 時間 ①11：00～12：00 ②14：00～15：00　
対象人数 各回最大４名　 金額 ¥1,000　申込方法 お電話にて受付
その他 体験終了後、新狭山駅まで送迎可

ほうじ茶を手づくりする
体験です。焙烙(ほうろ
く)を使って緑茶を炒り、
ほうじ茶に仕上げます。
出来上がったほうじ茶に
ハーブなどをブレンドし
オリジナルＭＹほうじ茶
が完成。お茶は茶缶に入
れてお持ち帰りいただけ
ます。

　約800年前、鎌倉時代に「武蔵河越」の地から栽培が始まったとされる狭山茶の歴史。室町時代に
は銘園五場のひとつに数えられるほどの名産地になりました。江戸時代、お茶の習慣が大衆文化とし
て広まったことにより、生産が拡大され、「狭山茶」の名称が広まりました。冬を越した厚い茶葉に「狭
山火入れ」という独特の技法が施され、香り高く、コクがある濃厚な旨味が引き出されています。市
内には小売店舗や茶工場があり、それぞれこだわりの茶を生産・販売しています。一年を通して、茶
どころ狭山ならではの茶摘み体験や手揉み茶体験、試飲や野

の

点
だて

を楽しめるイベントが行われています。

狭山市駅前から七夕通り商店街周辺を約130本のカ
ラフルな七夕飾りが埋め尽くす、狭山市の一大イベ
ント。初日の夜には納涼花火大会も開催されます。
〔お問合せ：狭山市観光協会　☎（04）2953-1205〕

お茶屋さんならではの抹
茶•ほうじ茶などを使っ
てアイスクリームをいち
からつくります。つくっ
たアイスの味は格別！ 
おみやげ付き＊（ドリップ
煎茶セット）。
お好きなデザインを選
んでご自身で袋詰めを
していただきます。

摘んだ茶葉は手づくりで
お茶にします。お茶摘み
レクチャー•茶畑で茶摘
み体験•手づくり茶体験
•お茶の葉の天ぷら試食
など盛りだくさんの内容
です。

産地ならではの体験。お
茶畑に入りお茶を摘んで
みませんか。摘んだお茶
は手づくりで製茶にしま
す。できたお茶は実際に
お飲みいただけます。

狭山抹茶ジェラート清風園

狭山市大字水野483 「入曽駅」東口より徒歩３分　☎（04）2959-3055
9：00～18：30　休水曜日

狭山市加佐志59 「新狭山駅」南口より徒歩10分　☎（04）2968-3573　 11：30
～14：00 金～日曜日のみ18：00～20：00も営業 ※出張販売のため、臨時休業あり
休火・第１・３水曜日

狭山市入間川1-3-2 スカイテラスB1 「狭山市駅」西口より徒歩1分
☎（04）2900-1355　 ランチタイム（11：00～14：00） ティータイム（14：00～
17：00） ディナータイム（17：00～22：30）　休なし

創業70年。選び抜かれた茶葉を使用し、試行錯誤を繰り返した清風園の狭山
茶を使った「狭山抹茶ジェラート」（350円）は、女性に大人気！ 暑い夏にさっ
ぱりした風味と狭山茶ならではのコクを楽しめる逸品。

お茶を香辛料として使用したカレー専門店。コンテストの受賞歴をはじめ、TV、
雑誌などでも紹介され、湯飲み茶碗１杯分の狭山茶を使用したカレーと、ほう
じ茶の香ばしさを楽しめる２種盛カレー（850円）。この夏、話題のグルメです。

白身魚のすり身にプリッとした食感のエビ、そして爽やかに香る狭山茶を練り
込んだスティック状の春巻き（648円）は、アルコールのおつまみにもぴったり！ 
駅前の立地で気軽に楽しめます。 

手作りの味わいを大切にする味処まつざきの人気商品「狭山茶塩からあげ」（750
円）。塩だれと狭山茶ペーストの合わせだれは緑鮮やか。程よいお茶の香りが食
欲をそそる夏にオススメのグルメです。

関東三大七夕祭りのひとつ。
美しい短冊が夜空に翻ります。

３日（土）は、ステージイベントやゴルフ体験が楽しめる
「#T shot SAYAMA2019 ～東京2020オリンピック 開催
まであと１年～」も同時開催！ ご家族でも楽しめます。

※表示価格は税込の価格です。　※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは各施設にお問合せください。
※徒歩の所要時間は目安です。

開催日：2019年８月３日（土）13：00～16：30
開催場所：狭山市市民交流センター コミュニティホール

狭山茶塩からあげ味処まつざき

狭山市入間川3-18-18 「狭山市駅」西口より徒歩11分　☎（04）2952-2317　
11：30～14：00／17：00～21：00　休水曜日

鎌倉時代から始まる、狭山茶の物語
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